
第２回　全国小学生フェンシング選手権大会

大会1日目
●小学校3･4年生男子フルーレ 72名

参加者名 ふりがな 所属名
101 後藤　正人 ごとう　まさと 香川ＪＦＣ
102 田中　拓進 たなか　たくしん 柿の木台スケルマ
103 石川　瑞都 いしかわ　みずと 三島フェンシングクラブ
104 河野　碩資 かわの　おおすけ 三田フェンシングクラブ
105 田尾　康介 たお　こうすけ 三田フェンシングクラブ
106 小松　数須馬 こまつ　かずま 佐賀ジュニアクラブ
107 田代　凉 たしろ　りょう 佐賀ジュニアクラブ
108 中浦　秀哲 なかうら　ひでのり 大阪読売千里クラブ
109 小野　凌駕 おの　りょうが 大阪読売千里クラブ
110 埋橋　匠 うずはし　たくみ 南箕輪わくわくクラブ
111 小笠原　心 おがさわら　しん フェンシングステージ
112 鈴木　哲矢 すずき　てつや ワセダクラブ
113 津谷　龍星 つや　りゅうせい 秋田市ジュニアフェンサーズ
114 上野山　竜二郎 うえのやま　りゅうじろう 和歌山エスクリムズ
115 東　生悟 あずま　しょうご 和歌山エスクリムズ
116 今村　凜太郎 いまむら　りんたろう 熊本ジュニアクラブ
117 今井　恒輝 いまい　こうき 京都フューチャーフェンシングクラブ
118 村上　日陽 むらかみ　ひなた 京都フューチャーフェンシングクラブ
119 堀江　真嵩 ほりえ　まさたか 東京フェンシングスクール
120 田中　陸 たなか　だいち アレフェンシングチーム
121 酒井　琢武 さかい　たくむ アレフェンシングチーム
122 茂木　順 もぎ　じゅん 八王子フェンシングクラブ
123 岡留　聖和 おかどめ　せな サマディフェンシング倶楽部
124 川添　蒼空 かわぞえ　そら 津フェンシングクラブ
125 戸島　悠翔 とじま　ゆうと よみうりカルチャー横浜
126 櫻井　優仁 さくらい　ゆうと 米沢市フェンシングスポーツ少年団
127 八巻　旭陽 やまき　あさひ 米沢市フェンシングスポーツ少年団
128 曽根　岳三 そね　がくさん レ・フレール　愛媛
129 岡田　光貴 おかだ　みつき 明石ジュニアフェンシングクラブ
130 野口　聡史 のぐち　さとし 宇都宮フェンシングクラブ
131 坂本　郷 さかもと　きょう 松江フェンシングクラブ
132 清原　崇史 きよはら　たかふみ 本吉町フェンシング協会
133 藤澤　隼匡 ふじさわ　はやま 本吉町フェンシング協会
134 遠藤　雅虎 えんどう　まさとら 長野ジュニアフェンシングクラブ
135 大槻　健介 おおつき　けんすけ 長野ジュニアフェンシングクラブ
136 小池　悠太郎 こいけ　ゆうたろう 南箕輪わくわくクラブ
137 椿　琉衣 つばき　るい 広瀬町フェンシングクラブ
138 東　朝陽 あずま　あさひ 婦中ＪＦＣ
139 上出　桐 かみで　きり 板橋フェンシングクラブ
140 林川　琉偉 はやしかわ　るい 板橋フェンシングクラブ
141 湯浅　柊哉 ゆあさ　しゅうや 大阪読売千里クラブ
142 福山　寛太 ふくやま　かんた 大阪読売千里クラブ
143 榎本　藏人 えのもと　くらんど 青山クラブ
144 千葉　忠輝 ちば　あつき 青山クラブ
145 林　杜宇真 はやし　とうま トゥッティフェンシングクラブ
146 田谷　龍雅 たや　りゅうが 宇都宮フェンシングクラブ
147 坂口　煌希 さかぐち　こうき Kiri.Jr　フェンシングチーム
148 菅原　史晴 すがわら　ふみはる 気仙沼フェンシング協会
149 石橋　遼大 いしばし　はると はしまモア
150 水野　響 みずの　ひびき 津フェンシングクラブ
151 伊藤　圭吾 いとう　けいご 津フェンシングクラブ
152 伊藤　匠吾 いとう　しょうご 津フェンシングクラブ
153 吉田　悠人 よしだ　ゆうと フェンシングステージ
154 清水　康貴 しみず　やすたか 柿の木台スケルマ



155 横田　尚雅 よこた　しょうが 沼津フェンシングクラブ
156 河原　資起 かわはら　もとき ワセダクラブ
157 長谷川　力玖 はせがわ　りく 中京大学Jr.
158 村上　巧既 むらかみ　こうき 福島市フェンシングクラブ
159 大崎　究介 おおさき　きゅうすけ ダウンタウンフェンシングアカデミー
160 厳　盛皣 げん　せいよう ダウンタウンフェンシングアカデミー
161 永野　広輝 ながの　こうき 水戸クラブ
162 牧野　正嗣 まきの　まさつぐ 大垣フェンシングクラブ
163 石川　獅士 いしかわ　れおん 水戸クラブ
164 濵田　大河 はまだ　たいが 京都フューチャーフェンシングクラブ
165 熊本　颯太 くまもと　そうた 京都フューチャーフェンシングクラブ
166 杉本　大斗 すぎもと　まさと 京都フューチャーフェンシングクラブ
167 本郷　壱成 ほんごう　いっせい 京都フューチャーフェンシングクラブ
168 四元　暖 よつもと　ひなた 長崎ジュニアナイト
169 山本　翔也 やまもと　しょうや Iwata Fencing Club
170 有賀　尚迪 あるが　なおみち 南箕輪わくわくクラブ
171 萬谷　礼音 まんたに　れおん サマディフェンシング倶楽部
172 Weiqiao Lyu 中国

大会2日目
●小学校3･4年生女子フルーレ 37名

参加者名 ふりがな 所属名
601 砂山　青葉 すなやま　せいは 高崎クラブ
602 鈴木　もなみ すずき　もなみ 本吉町フェンシング協会
603 早川　碧莉 はやかわ　みおり 三島フェンシングクラブ
604 市ケ谷　奈々 いちがたに　なな 香川ジュニアフェンシングクラブ
605 高木　優希 たかぎ　ゆうき 香川ジュニアフェンシングクラブ
606 佐藤　ひな子 さとう　ひなこ 婦中ＪＦＣ
607 保科　幸那 ほしな　ゆきな 南箕輪わくわくクラブ
608 杉江　莉々香 すぎえ　りりか Kiri.Jr　フェンシングチーム
609 中島　加鈴 なかじま　かりん Kiri.Jr　フェンシングチーム
610 竹田　あかり たけだ　あかり はしまモア
611 岩橘　英莉花 いわたちばな　えりか ワセダクラブ
612 岡田　風花 おかだ　ふうか 別府ジュニアフェンシングクラブ
613 西村　光結 にしむら　 ひゆ 熊本ジュニアクラブ
614 國枝　永七水 くにえだ　ななみ 大垣フェンシングクラブ
615 カマラ　亜美菜 かまら　あみーな 熊本ヤングフェンシングクラブ
616 李　盈錫 りー　やんふぃ 熊本ヤングフェンシングクラブ　
617 周藤　美月 すとう　みつき 松江フェンシングクラブ
618 高橋　沙莉 たかはし　さり 沼津FC
619 堀本　菜帆 ほりもと　なほ 大阪読売千里クラブ
620 竹山　夏芽 たけやま　なつめ 大阪読売千里クラブ
621 田中　あおい たなか　あおい 河南町フェンシングクラブ
622 廣瀬　碧 ひろせ　あおい 福島市フェンシングクラブ
623 稲垣　こころ いながき　こころ 津・みえFC
624 内田　弓月 うちだ　ゆづき Kiri.Jr　フェンシングチーム
625 福元　彩心 ふくもと　あやみ Kiri.Jr　フェンシングチーム
626 逢坂　音彩 おおさか　ねいろ JEUGIA
627 久保田　未織乃 くぼた　みおの 杉並ジュニア　FT
628 上村　莉子 うえむら　りこ はしまモア
629 本間　美月 ほんま　みづき 柿の木台スケルマ
630 安達　日菜向 あだち　ひなた 秋田市ジュニアフェンサーズ
631 太田　綾穂 おおた　あやほ 熊本ジュニアクラブ
632 金高　生幸 かねたか　せいさ 香川ジュニアフェンシングクラブ
633 花木　実澪 はなき　みれい Iwata Fencing Club
634 重藤　春香 しげとう　はるか 東京OHMEフェンシングクラブ
635 田中　こころ たなか　こころ 京都フューチャーフェンシングクラブ
636 弓長　皇美子 ゆみなが　くみこ 名電ジュニアフェンシングクラブ
637 Sophia Glasson オーストラリア


